令和２年分 確定申告相談早見表
１

相談及び申告書の受付・開庁時間

税 目

相談及び申告書の受付

申告所得税
及び
復興特別
所得税

令和３年２月 16 日（火）
～４月 15 日（木）
※ 還 付 申 告 は 令 和３ 年１ 月 ４ 日
（月）以降提出が可能です。

２

受付時間等

令和３年１月４日（月）
～４月 15 日（木）
令和３年２月１日（月）

贈与税

～４月 15 日（木）

※ 税務署では、土曜日、日曜日、国民の祝日、休日は、
申告相談及び申告書の受付は行っておりません。
ただし、２月 21 日（日）及び２月 28 日（日）は、
下記「５ 閉庁日対応」のとおり、相談等を行う税務
署があります。

納期限・振替納税
納期限

【署内申告会場】
相談受付 8:30～16:00
（提出は 17:00 まで）

相談開始 9:00
消費税
及び
地方消費税

税 金 の 納 付

会場内の混雑緩和のため、確
定申告会場への入場には「入場
整理券」が必要です。入場整理
券は各会場で当日配付します。
なお、LINE を通じたオンライン
事前発行も可能です。

【署外申告会場】
受付 9:00～16:00
「６ 署外申告会場」をご覧
ください。その他のご案内等
は、各署の署外申告会場案内ペ
ージをご覧ください。）

申告所得税 及び
復興特別所得税

振替納税の振替日

令和３年４月 15 日（木）
※延納分は、令和３年５月 31 日（月）

令和３年５月 31 日（月）

消費税 及び
地方消費税

令和３年４月 15 日（木）

令和３年５月 24 日（月）

贈与税

令和３年４月 15 日（木）

（振替納税はできません）

１ 送付された申告書下部に振替納付日の印字がある場合は、振替納税を利用されています。
２ 振替納税を利用したい税目の納期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」
の提出が必要です。（e－Tax により提出することもできます。）
３ 転居等により管轄税務署が変更となった場合には、新たに振替納税の手続が必要です。
４ 平成 29 年１月から振替納税の領収書は発行しておりません。
５ 国税庁ホームページから一部のコンビニエンスストア（ローソン、ファミリーマート、ミ
ニストップ等）で利用可能（30 万円以下）な納付用ＱＲコードの作成（出力）ができます。
上記のほか、納付手続に関する情報は、国税庁ホームページをご覧ください。
ホーム＞税の情報・手続・用紙＞納税・納税証明書手続＞国税の納付手続（納期限・振替
日・納付方法）

３ 税 金 の 還 付
還付金の受取方法

還付金の支払時期

１

還付金の受取りは、預貯金口座への振込みが大変便利です。
１ 還付金の支払手続にはおおむね１か月～１か月半程度の期間が
なお、還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人名義
かかります。
の口座に限られます。
※ 自宅等からの e-Tax 還付申告（来署による e-Tax 還付申告を除
２ 預貯金口座への振込みを希望する場合、銀行（ゆうちょ銀行含む）、信
く）については原則、３週間程度で処理。
用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預貯金
２ e-Tax で還付申告を行った場合は、e-Tax ホームページ及び確定申
口座に振込みが可能です。ただし、インターネット専用銀行については、
告書等作成コーナーの「メッセージボックスの確認」から、還付金の
特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできませんので、振込みの可否
処理状況を確認することができます。
については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。

４

e-Tax（電子申告）

e-Tax 及び国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」の使い方に関する問合せ先
名

称

電話番号

対応時間等

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
電
話 ０５７０－０１－５９０１（全国一律市内通話料金）
IP 電 話 ０３－５６３８－５１７１（通常通話料金）
確定申告
期間

1/12（火）から 4/15（木）までの期間の月曜日～金曜日（祝日を除く。）
2/21、2/28、3/7、3/14、3/21、3/28、4/4、4/11 の日曜日 9:00～20:00

上記以外
の期間

9:00～17:00（祝休日及び年末年始(12/29～1/3)を除く。）

9:00～20:00

e-Tax の受付時間（利用可能時間）
期

間

受付時間

確定
申告
期間

1/4（月）～4/15（木）

上記
以外の
期間

（休祝日及び年末年始(12/29～1/3)を除く。
）

24 時間
（メンテナンス時間を除く。）

月曜日から金曜日
毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日

24 時間

2/21（日）及び 2/28（日）

合同会場

る税務署
単独会場
署内会場
で実施す
る税務署

申告相談、申告書収受、用紙配付及び納付相談
※ 現金領収、納税証明書交付、住宅借入金等特別控除証明書再発行、申告書等閲覧サービス、
保有個人情報開示請求は対応していません。

会場名

水戸・日立・太田 中央ビル ４階

で実施す

休祝日の翌稼働日は 8:30 から利用可能

閉 庁 日 対 応

対応事務

対象税務署

署外会場

考

8:30～24:00

５
対応日

備

1/4（月）は 8:30 から利用可能
メンテナンス時間：月曜日（3/15 を除く）0:00～8:30
及び 3/21（日）終日

所在地
水戸市泉町２‐３‐２
（ＪＲ「水戸駅」北口からバスにより「泉町一丁目」下車）

川口市上青木３‐12‐18
（ＪＲ「川口駅」又は「西川口駅」からバスにより「川口市立
総合棟(A１街区)１階 多目的
高校」下車）
ホール
さいたま市中央区新都心８
さいたまスーパーアリーナ
（ＪＲ「さいたま新都心駅」から徒歩約６分又はＪＲ「北与野
浦和・大宮
１階（展示ホール Ｓ２ゲート）
駅」から徒歩約８分)
会場の場所は
土浦・宇都宮・前橋・高崎・越谷・新潟・長野
「６ 署外申告会場」のとおり

川口・西川口

ＳＫＩＰシティ

合同会場

熊谷・行田（会場：熊谷税務署）

単独会場

竜ケ崎・川越・所沢・春日部・上尾・朝霞

上記以外の税務署は、閉庁日対応はしていません。

６

署 外 申 告 会 場

○ 次の税務署について、署外申告会場設置期間中は、税務署庁舎では申告相談を行っておりません。
なお、館林署については、税務署内及び署外に申告会場を開設しています。詳細は、
「税務署所在地・案内」で
ご確認ください。

【開設期間】 下表のとおりです。3/16 以降の終了時期は会場により異なっていますのでご注意ください。
【受付時間】 9：00～16：00
対象
税務署

開設
期間

水戸

～３/15

中央ビル ４階

水戸市泉町２‐３‐２
（ＪＲ「水戸駅」北口からバスにより「泉町一丁目」下車徒歩１分）

日立

～４/15

日立シビックセンター
マーブルホール

日立市幸町１‐21‐１ 新都市広場地下１階
（ＪＲ常磐線「日立駅」中央口から徒歩３分）

土浦

～４/15

新治ショッピングセンター
「さん・あぴお」２階

土浦市大畑 1611
（ＪＲ常磐線「土浦駅」西口からバスにより「上坂田入口」下車徒歩５分）

宇都宮

～３/15

マロニエプラザ

宇都宮市元今泉６‐１‐37
（ＪＲ「宇都宮駅」西口からバスにより「白楊高校」下車徒歩約３分）

栃木

～３/31

栃木商工会議所 大ホール

栃木市片柳町２‐１‐46
（ＪＲ両毛線・東武日光線「栃木駅」北口から徒歩約８分）

鹿沼

～４/15

鹿沼商工会議所 アザレアホール

鹿沼市睦町 287‐16
（ＪＲ日光線「鹿沼駅」から徒歩 15 分

前橋

～３/15

Ｋ’ＢＩＸ元気 21 まえばし
（前橋プラザ元気 21）
１階 にぎわいホール

前橋市本町２‐12‐１
（ＪＲ両毛線「前橋駅」から徒歩 10 分）

高崎

～４/15

ビエント高崎

高崎市問屋町２‐７
（ＪＲ上越・両毛線「高崎問屋町駅」問屋口から徒歩５分）

伊勢崎

～３/15

伊勢崎市文化会館

伊勢崎市昭和町 3918
（ＪＲ両毛線・東武伊勢崎線「伊勢崎駅」から徒歩 25 分）

川口
西川口

～３/15

ＳＫＩＰシティ 総合棟（Ａ１街区） 川口市上青木３‐12‐18
１階 多目的ホール
（ＪＲ「川口駅」又は「西川口駅」からバスにより「川口市立高校」下車徒歩６分）

浦和
大宮

～３/23

さいたまスーパーアリーナ
１階（展示ホール Ｓ２ゲート）

さいたま市中央区新都心８
（ＪＲ「さいたま新都心駅」から徒歩約６分 ＪＲ「北与野駅」から徒歩約８分）

東松山

～３/15

東松山市民文化センター
大会議室

東松山市六軒町５‐２
（東武東上線「東松山駅」東口から徒歩約 20 分）

越谷

～３/15

イオンレイクタウン ｋａｚｅ
３階 イオンホール

越谷市レイクタウン４‐２‐２
（ＪＲ武蔵野線「越谷レイクタウン駅」から徒歩５分）

新潟

～４/15

朱鷺メッセ ４階
国際会議室（マリンホール）

新潟市中央区万代島６‐１
（ＪＲ「新潟駅」からバスにより「朱鷺メッセ」下車徒歩１分）

新津

～３/15

秋葉区役所 ６階

新潟市秋葉区程島 2009
（ＪＲ「新津駅」東口からバスにより「秋葉区役所」下車徒歩１分）

巻

～３/15

新潟市巻ふれあい福祉センター

新潟市西蒲区巻甲 4363
（ＪＲ越後線「巻駅」から徒歩８分）

三条

～３/15

燕三条地場産センター リサーチコア
６階研修室１・２・３

三条市須頃１‐17
（上越新幹線・ＪＲ弥彦線「燕三条駅」燕口から徒歩５分）

新発田

～３/15

新発田市カルチャーセンター

新発田市本町４‐16‐83
（ＪＲ羽越本線「新発田駅」から徒歩約 10 分）

高田

～３/15

上越市市民プラザ

佐渡

～３/15

新潟交通佐和田ビル ６階

佐渡市河原田諏訪 80‐４
（バスにより「佐和田バスステーション」下車徒歩１分）

長野

～４/９

若里市民文化ホール

長野市若里３‐22‐２
（ＪＲ「長野駅」からバスにより「ビッグハット前」下車徒歩１分）

伊那

～３/19

いなっせ（伊那市生涯学習センター） 伊那市荒井 3500‐１
２階 展示ギャラリー
（ＪＲ飯田線「伊那市駅」から徒歩約３分）

対応
事務等

会

場

所 在 地 等

東武日光線「新鹿沼駅」から徒歩 25 分）

上越市土橋 1914‐３
（ＪＲ信越本線「直江津駅」又は「高田駅」からバスにより「市民プラザ前」下車徒歩１分）

申告相談、申告書収受、用紙配付及び納付相談
※
※
※

現金領収、納税証明書交付、申告書等閲覧サービス、住宅借入金等特別控除証明書再発行、保有個人情報開示請求は対応していません。
土曜日、日曜日を除きます。
（注：閉庁日は「５ 閉庁日対応」のとおり）
開設期間中、上記税務署では確定申告の相談は行っておりませんのでご注意ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。

